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出身国情報の重要文書 中国
2022 年 8 月 1 日更新
★は今回版に追加／更新した箇所です。
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）
該当なし

英国内務省
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：人口家族計画法の違反、4.0 版（Country
Policy and Information Note, China: contravention of national population and
familyplannig law, Version 4.0）」（2022 年 5 月）［外部リンク：GOV.UK］
／訳文なし
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：香港国家安全保障法、3.0 版（Country
Policy and Information Note, China: Hong Kong National Security Law, Version
3.0）」（2022 年 6 月）［外部リンク：GOV.UK］／訳文なし ★
_____ 「国別政策及び情報ノート 中国：香港国家安全保障法、2.0 版」（2021 年 9
月）／訳文なし ※1.0 版（2020 年 2 月）は入管庁ウェブに掲載
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：キリスト教以外の宗教団体、2.0 版
（Country Policy and Information Note, China: Non-Christian religious groups,
Version 2.0) 」（2021 年 9 月）［外部リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：ムスリム（新疆のウイグル人を含む）、
2.0 版（Country Policy and Information Note, China: Muslims (including
Uyghurs in Xinjiang, Version 2.0)）」（2022 年 7 月）［外部リンク：
GOV.UK］／訳文なし ★
_____ ＜旧版＞「国別政策及び情報ノート 中国：ムスリム（新疆のウイグル人を含
む）、1.0 版」（2021 年 9 月）／訳文なし
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：現代の奴隷制、1.0 版（Country Policy
and Information Note, China: Modern Slavery, Version 1.0）」（2021 年 1
月）［外部リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：法輪功、2.0 版（Country Policy and
Information Note, China: Falun Gong, Version 2.0）」（2020 年 11 月）［外部
リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
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英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：香港抗議活動、1.0 版（Country policy
and information note - China: Hong Kong protests, Version 1.0）」（2020 年 2
月）［外部リンク：英国政府ウェブ］／入管庁仮訳［外部リンク：入管庁ウェ
ブ］
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：キリスト教徒、3.0 版（Country
information and guidance - China: Christians, Version 3.0）」（2019 年 11
月）／入管庁仮訳［外部リンク：入管庁ウェブ］
_____ ＜旧版＞「出身国情報及びガイダンス 中国：キリスト教徒、2.0 版（仮
訳）」（2016 年 3 月）［外部リンク：入管庁ウェブ］
_____ ＜旧版＞「出身国情報及びガイダンス 中国：キリスト教徒

2014 年 6 月版

（仮訳）」［外部リンク：入管庁ウェブ］
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：国家に反対する者、3.0 版（Country
Policy and Information Note, China: Opposition to the state, Version 3.0）」
（2018 年 11 月）［外部リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：人口家族計画法の違反・3.0 版（Country
Policy and Information Note, China: contravention of national population and
familyplannig law, Version 3.0）」（2018 年 11 月）［外部リンク：英国政府
ウェブ］／訳文なし
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：保護の主体及び国内避難を含む背景情
報、2.0 版（Country Policy and Information Note China: Background
information, including actors of protection, and internal relocation, Version
2.0）」（2018 年 3 月）［外部リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
＜その他の英国政府ウェブから既に削除されている文書＞
英国内務省「国別政策及び情報ノート 中国：他国で犯した犯罪を理由にした処罰の
おそれ（「重複して有罪になる危険」または再訴追）、2.0 版（Country Policy
and Information Note, China: Fear of punishment for crimes committed in other
countries (‘Double Jeopardy’ or re-prosecution), Version 2.0）」（2018 年 3
月）

※2021 年 8 月 31 日に削除

英国内務省「出身国情報報告

中国

2013 年 12 月 20 日版（仮訳）」）［外部リン

ク：入管庁ウェブ］
_____ ＜旧版＞「出身国情報報告

中国 2010 年 1 月 8 日版（仮訳）」［外部リン

ク：入管庁ウェブ］
_____ ＜旧版＞「出身国情報報告

中国 2007 年 8 月 17 日版（仮訳）」［外部リン

ク：入管庁ウェブ］
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オーストラリア外務貿易省（DFAT）
DFAT「出身国情報報告 中国」（2021 年 12 月 22 日）［外部リンク：DFAT ウェ
ブ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞「出身国情報報告

中国（仮訳）」（2019 年 10 月 3 日）［外部リン

ク：入管庁ウェブ］
_____ ＜旧版＞「出身国情報報告

中国」（2021 年 12 月 22 日）［外部リンク：

ecoi］／訳文なし
_____ ＜旧版＞「DFAT テーマ別報告 中国福建省」（2016 年 12 月 16 日）［外部
リンク：ecoi］／訳文なし

欧州連合難民機関（EUAA）／旧欧州難民支援事務所（EASO）
該当なし

その他の主な文書（2020 年以降に発出）
オランダ外務省「出身国情報レポート：中国」（2020 年 7 月）［外部リンク：ecoi］
／訳文なし
カナダ移民難民委員会（IRBC）
「クエリー回答［CHN200992.E］中国：プロテスタント
三自愛国運動（TSPM）
、中国カトリック愛国協会（CCPA）
［中国愛国カトリ
ック協会（CPCA）］などキリスト教愛国教会の信者に対する当局や公安局に
よる取扱い、愛国教会への規制など 2018 年の宗教に関する規制の改正につい
て（2020 年～2022 年 4 月）
」
（2022 年 5 月 10 日）［外部リンク：IRBC］／
訳文なし
_____ 「クエリー回答［CHN200760.E］中国：ハウスチャーチ（2019 年～2021 年
10 月）」（2021 年 10 月 18 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［CHN200754.E］中国：公安発行文書（2017 年～2021 年 9
月）」（2021 年 10 月 14 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［CHN200762.E］中国：拘留の通知書と逮捕の通知書（2019
年～2021 年 9 月）」（2021 年 10 月 7 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［CHN200752.E］中国：召喚状（2019 年～2021 年 8 月）」
（2021 年 9 月 27 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［CHN200326.E］：公安部発行の文書（2017 年～2020 年 10
月）」（2020 年 10 月 15 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
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_____ 「クエリー回答［CHN200326.E］：治安当局の発行する釈放証明等の文書
（特に福建省・広東省）、ほか（2017 年～2020 年 10 月）」（2020 年 10 月
15 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［CHN200327.E］：出生証明書（2017 年～2020 年 10 月）」
（2020 年 10 月 14 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［CHN200328.E］：法輪功修練者の社会と国家当局による取
扱い（2018 年～2020 年 10 月）」（2020 年 10 月 14 日）［外部リンク：
IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［CHN200325.E］：家族計画規則とその運用（2017 年～2020
年 10 月）」（2020 年 10 月 8 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［ZZZ200323.E］：チベット人の状況・取扱い、帰国者の取扱
い（2017 年～2020 年 10 月）」（2020 年 10 月 6 日）［外部リンク：IRBC］
／訳文なし
_____ 「クエリー回答［ZZZ200321.E］：香港の政治状況、本土に送られた講義参加
者の状況（2019 年～2020 年 10 月）」（2020 年 9 月 15 日）［外部リンク：
IRBC］／訳文なし
ドイツ連邦移民難民庁（BAMF）「国別報告 36 号‐中国：チベット人及びチベットの
状況（Länderreport 36, China : Situation der Tibeterinnen und Tibeter）」
（2021 年 5 月）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
フランス難民・無国籍庇護局（OFPRA）「中国：内モンゴル自治区の文化状況
（Chine : La situation culturelle en Mongolie intérieure）」（2022 年 1 月 27
日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし

★

_____ 「中国：麻薬関連の罪への刑罰、一事不再理の原則の存在（Chine : Les peines
encourues pour des infractions liées aux stupéfiants et l'existence du principe «
ne bis idem » dans la législation）」（2021 年 4 月 9 日）［外部リンク：
OFPRA］／訳文なし
_____ 「中国：隣組み組織。特に新疆における家族計画の実施における役割に焦つい
て（Chine : Les comités de quartier. Focus sur leur rôle dans la mise en œuvre
de la planification des naissances, notamment au Xinjiang）」（2020 年 11 月
26 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
_____ 「法輪功および全能神教会（CAG）運動に対する中国政府の措置について
（Chine : Actions du gouvernement chinois contre les mouvements Falun
Gong et Church of Almighty God (CAG)）」（2020 年 2 月 17 日）［外部リン
ク：OFPRA］／訳文なし
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_____ 「中国：新疆ウイグル自治区におけるウイグル人、カザフ人などイスラム系少
数民族の監視と抑留（Chine : Surveillance et internement des Ouïghours,
Kazakhs et autres membres des minorités musulmanes de la région autonome
du Xinjiang）」（2020 年 2 月 7 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
ACCORD「中国に関するクエリー回答［a-11917］：1) 国家教会の状況；2) プロテ
スタントのハウスチャーチの状況；3) 改宗者の帰国時の取扱い（1）
Situation von staatlichen Kirchen; 2) Situation von evangelikalen Hauskirchen;
3) Behandlung von konvertierten Personen bei Einreise）」（2022 年 5 月 23
日）［外部リンク：ecoi.net］／訳文なし
_____ 「中国に関するクエリー回答：内モンゴル自治区：モンゴル族の状況、ほか
（Query response on China: Inner Mongolia: 1) Situation of the Mongolian
ethnic group; 2) groups or persons who stand up for their rights (organization,
goals, number, specific groups); 3) peaceful forms of resistance
(consequences); 4) Violent forms of resistance (groupings); 5) Areas in which
opposition activities are concentrated and the action taken by the authorities
there (period 2014-2020)）」（2020 年 12 月 23 日）［外部リンク：ecoi］／
訳文なし
フィンランド移民庁（FIS）「中国：医療制度と精神医療体制（Kiina /
Terveydenhuoltojärjestelmä ja mielenterveyspalvelut）FIS（2022 年 6 月 21
日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし

※ ハイライトは、入管庁が仮訳している文書。
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